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文・写真＝田中雅文（FRC代表）

乾燥した緑の平原と赤土、どこまでも続くブドウ畑。
バロッサバレーの外乗は、ワインをはじめとする「食」を楽しむ旅ともなった。
たっぷりと味わった贅沢な時間。
「乗り方は自由、舞台は世界」をモットーとする
フリーダム・ライディング・クラブ（FRC）が行なったツアーの模様をリポートする。

南オーストラリア・バロッサバレーの旅

大平原の外乗とワインに
心を奪われた！

ツアーの主催者であるジェニー（右）とジェレミー。
心底からの馬好きであることは、表情を見れば分かる。

ワインとチーズは絶妙の組み合わせ。
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エンデュランスライダーの
友人に提案されたツアー

このツアーの話は、私の友人で、オー
ストラリア在住のジェニー・ジェレミー夫妻
から持ちかけられたものだ。

ジェニーとジェレミーはタスマニア州北
部のデロレーヌで、馬牧場を経営してい
る。私より20歳も若い友人だが、随分と
長い付き合いになる。彼らは常に新しいこ
とに挑戦する、パワーにあふれた馬ライフ
を楽しんでいる。

2 人はともにエンデュランスライダーであ
り、オーストラリアにおける裸

ら

蹄
てい

ムーブメン
トの先駆者でもある。特にジェニーは裸
蹄の馬で、初めて160㎞を完走したライ

ダーとして知られる。
夫のジェレミーは元装蹄師。ジェニー

の影響で裸蹄派の削蹄師に転じ、現在
ではオーストラリア各地でクリニックやセミ
ナーを開催している。日本でも、「裸蹄セ
ミナー」（2015年10月、東京農業大学、
主催：FRC、後援：日本ウマ
科学会）を開催したことがある。

そんな彼らが最近、力を入
れているのがホーストレッキング
だ。地元タスマニアで多くのゲ
ストを迎えているが、コースの
多様化を図ろうと考え、タスマ
ニアにこだわらない方針を打ち
出した。

選んだ場所が南オーストラリ

ア、アデレード近郊のバロッサ・バ
レーだった。

バロッサ・バレーは世界有数
のワインの産地として有名であり、
外乗とワインを結び付けようとする
意欲的な試みに、私も共感を覚
えた。

日本の馬乗りにも大好評
馬のグレードも言うことなし

昨年、第１回ツアーを実施する
と、応募者はたちまち一杯になっ
た。そこで引き続き今年、２回目
を開催することになった。

このツアーを提案してくれた夫
妻はタスマニア在住と記したが、
ではどのような形で南オーストラリ
アのバロッサ・バレーの乗馬ツア
ーを開催しているのか、少し紹介

してみたい。
タスマニアのホリデーシーズンが２月に

終わると、３月から５月までの３カ月間、
夫妻は馬を連れてバロッサに移動する。
そこで乗馬ツアーを行い、ゲストを迎える
という段取りだ。

彼らはバロッサに馬用の牧場、自分た
ちが生活する家、ゲスト用の家を借りた。
馬牧場の広さは1200エーカー（約150万
坪＝東京ドーム100個分）もある。

タスマニアの牧場にいる20頭の中から
10頭を選抜して連れて行く。すべて美し
いアラブ種の駿馬たちだ。FRCが預けて
いる５歳のセン馬ジャバワッキーも今回、
一番若いメンバーとしてチームに加わっ
た。

ジェレミーが自ら改造した大型馬運車
に、10頭の馬と犬、生活用具を積んで
の旅。留守の間、タスマニアの牧場と馬
たちの世話は、地元の友人に頼む。

タスマニアからバロッサまではフェリーで
海を越えて、メルボルンで 1日休憩し、そ
こから丸 1日走る。片道 3日の旅だ。

バロッサ・バレー　Barossa Valley

バロッサ・バレーは南オーストラリア州（South 
Australia）の州都アデレードの北東約70km、車で約
1時間半のところに位置する。バレーといっても渓谷で
はなく、なだらかな丘がどこまでも続く一帯だ。
1842年にドイツから宗教の自由を求めてこの地に移
動してきた人々が、母国ライン川周辺の地形に似ている
ことからブドウの栽培を始め、一躍ワインの名産地とな
った。広大な地域に、約150カ所のワイナリーと70カ
所以上のワインセラーが点在する。

ジェレミーが改造した馬運車。この車に馬を乗せてタスマニアからやってくる。

ワイン畑を行くのが、このツアーの定番。
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広大なブドウ畑を行くなんて
貴重な体験だ

このツアーに日本から参加したメンバー
４人は３月14日、カンタス航空の夜便で
出発。

成田発の２人はメルボルン経由、関
西空港発の２人はシドニー経由で、目的
地のアデレードに向かった。
◎３月15日（金）　

午後、バロッサ・バレーに到着、宿泊
先となるストラチャーファームに向かった。
ここは高級メリノウール専門の広大な羊
牧場で、1000エーカー（120万坪）の広
さがある。私たちは農園主のゲスト用ファ

ームハウスに滞在した。
騎乗する馬を決め、グランドワークと野

外に置いた自然障害物コースで馬との関
係を確認後、牧場内の外乗に出かけた。
３月のオーストラリアは秋の初め、爽やか
な季節だ。今年は干ばつの影響で草が
茶色になっているが、あと１カ月もすると
緑が濃くなるという。

夜は宿舎でオーストラリア式バーベキュ
ーを楽しんだ。この日はちょうど私の68回
目の誕生日で、これから４日連続するパ
ーティーの始まりとなった

◎３月16日（土）
グランドワークと野外障害物の練習後、

ワイナリーを巡る外乗に出かけた。
この日はシラーズ種のブドウで有名な

Corryton Parkへ。
広大なブドウ畑の中を馬で行く。事前

にオーナーの了解を取ってはあるが、他
人のブドウ畑の中を馬で自由に歩けるとい
うのは、滅多にない経験だ。

夜は有名なワイナリーであるSt Hugo
でワインテイスティング後、同ワイナリ
ーが経営する世界的に著名な“The 
Restaurant”で、美味しいディナーを楽
しんだ。

◎３月17日（日）
この日は 国 立 公 園Kaiserstuhel 

Conservation Park への 1日ライド。ユ
ーカリの森林、牧場、ワイン畑の景観は
息を飲むほどの美しさだ。カンガルーと多
数の野鳥が見られるのも楽しい。

ランチはKrondorf Wineryで。
夜はPeter Seppelt Wineryを訪れた。
５代目当主のピーターと奥さんのロージ

ーが経営する、バロッサでは最も古いワイ
ナリーの一つだ。ホテルとレストランも併設
されている。

陽気なロージーが私に向かっていきな
り、「Happy Birthday！」と叫ぶ。これ
で３日連続の誕生パーティーとなった。ワ
インはリースリング、シャルドネ、メルロー、

私有地であるブドウ畑を馬で行く。日本では、まず経験できないこと。

障害物をまたぐジャバワッキー。チーム
一の若手（アラブ、セン、5歳）だ。
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シラーズどれも美味だった。
美しく手入れされた庭園では、結婚披

露宴がよく行われるという。ピーターから、
「また来いよ。冬がまた魅力的だから」
と誘われた。

食事の前に広大な庭園を散策した。
片隅に、今は使われていない立派な丸
馬場と馬の水飲み場がある。聞いてみる
と、ピーターは若い頃、総合馬術の選手

だったとのこと。ロージーも馬が大好き。
最近タスマニアを訪れ、ジャバワッキーに
乗ったそうで、「Jabberwocky is My 
horse.」と嬉しそうに言う。

夕食はピーターが大きな薪
まき

窯
がま

でピザを
焼いてくれた。ディナーの後は食後酒を
飲もうとセラーに案内され、特別な物だと
いってワインの樽を開けてくれた。1994年
物のビンテージポルトだった。

世界的に著名なレストラン「Ｔhe Restaurant」でディナー。

連続して私（田中）の誕生日
を祝ってもらえるとは！　文化
の違いもあるのだろうが、その
心遣いは嬉しかった。

老舗ワイナリーのオーナーであるピーター（左）と
ロージー。実に陽気な夫婦だった。

どこのワイナリーでもテイスティングが楽しめる。

高台からは、バロッサ・バレー一帯の広大な景色が見渡せる。
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馬に対する
人々のまなざしが暖かい

◎３月18日（月）　
この日も、外乗でいくつかのワイナリー

を訪れる。途中、高台に登るとバロッサ・
バレー一帯から、海岸線までの景観が
一望できた。

ランチはLou Miranda Italian Winery
が運営するイタリアンレストランに、馬で乗
りつけた。馬で来ているのは私たちくら
いだったが、レストランの従業員も他の客
も馬がいることが別に珍しくない様子で、
暖かいまなざしで迎え入れてくれた。

バロッサの発展が馬ととともにあった歴
史が、人々の記憶に刻まれているのだろ
うか。馬は土地を耕し、収穫したワイン
を運び、羊や牛を追い、子どもたちを学
校に乗せて行くなど、生活に溶け込んだ
存在だった。

馬でワイナリーを巡り、ワインと美食を楽
しむ。人生では、時にこのような贅沢な
時間を過ごしてもいいはずだ。

どのワイナリーもレストランも、
馬を歓迎してくれた。

ランチはワイナリー
の庭で。

大平原に遮るものは、ほとんどない。
もちろん望むなら速歩、駈歩も。
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訪れたワイナリーの一つで樽に書かれ
た文章が印象に残った。

Live Longer, Remember Less, 
Drink Wine !（長生きしろ、嫌なことは
忘れよう、ワインを飲め！）

ワインＱ＆A
Ｑ　ブドウ畑にワイナリーが隣接
する理由は？　日本酒の酒蔵は必
ずしも水田の近く、ビール工場は
麦畑にあるわけではない。では、
なぜワインの醸造所は通常ワイン
畑にあるのか？

Ａ　主な輸送手段が馬だったころ、
取れたぶどう酒の原料を工場に運
ぶには、原料の産地と工場が近い
ほどよかったから。
　日本酒やビールの生産は、良い
水が手に入ることが第一の条件と
なる。水田や麦畑より、水場に近
いことが優先された。

「Drink Wine ! 」とは何と説得力のある、すばらしい格言だろうか。

バロッサバレーを代表する
ワインブランドのひとつが、
St.Hugo（セント・ヒューゴ）。
一部は日本でも販売されて
いる。

夕方、牧場に戻ると留守番中
の馬たちが迎えにくる。

Information
FRCからのお知らせ
FRCではオーストラリアを始め、世界各地で乗馬ツアーを実施しています。
会員限定ツアーで一般募集はありません。FRC入会についてのお問合せ
は下記までメールでお寄せください。
frc.freedomridingclub@gmail.com
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